
単語 意味
1 a few 2、3の
2 a glass of コップ一杯の
3 a little too 少し～すぎる
4 a lot たくさん、非常に
5 a lot of たくさんの
6 a pair of 1組の～
7 a pice of 1切れの～
8 a sheet of 1枚の～
9 a slice of 1枚の薄切りの～

10 after a while しばらくして
11 after school 放課後
12 agree with ～に同意する
13 all over the world 世界中で
14 anything else 他の何か
15 arrive in ～に到着する
16 as … as 人 can Aができるだけ～
17 as usual いつものように
18 ask A for B AにBを求める
19 ask A to do Aに～するように頼む
20 at first 最初は
21 at last ついに
22 at school 学校で
23 at the and of ～の終わりに
24 be able to do ～できる
25 be absent from ～を休む
26 be born 生まれる
27 be covered with ～で覆われている
28 be different from ～と違う
29 be famous for ～で有名である
30 be full of ～でいっぱいである
31 be grad to do ～して嬉しい
32 be good at ～が上手である
33 be in a hurry 急いでいる
34 be in trouble 困っている
35 be interested in ～に興味がある
36 be late for ～に遅れる
37 be out 外出している
38 be pround of ～を誇りに思っている
39 be ready for ～の準備ができている



40 be ready to do ～する準備ができている
41 be surprised at ～に驚く
42 be worried about ～を心配している
43 become friends with ～と友達になる
44 between A and B AとBの間に
45 both A and B AとBの両方とも
46 both of ～の両方とも
47 by myself 一人で、自分で
48 clean up きれいに片付ける
49 come back 戻る
50 come home 帰宅する
51 come true 実現する
52 decide to do ～しようと決める
53 do my best 最善を尽くす
54 do my homework 宿題をする
55 do well うまくいく
56 each other お互いに
57 enjoy …ing ～して楽しむ
58 enough for ～に十分
59 enough to do ～するのに十分
60 exchange A for B AとBを交換する
61 fall down 倒れる
62 find out 見つけ出す
63 finissh …ing ～し終わる
64 first of all まず最初に
65 for a long time 長い間
66 for example 例えば
67 for the first time 初めて
68 from A to B AからBまで
69 get a good grade 良い成績を取る
70 get a perfect score 満点を取る
71 get cold 寒くなる
72 get dark 暗くなる
73 get home 帰宅する
74 get hungry お腹が空く
75 get off (乗り物から)降りる
76 get on (乗り物に)乗る
77 get to ～に着く
78 give A a ride Aを車で送る
79 go and do ～しに行く



80 go back home 帰宅する
81 go fishing 釣りに行く
82 go for a walk 散歩に行く
83 go home 帰宅する
84 go on a tour ツアーに出かける
85 go on a trip 旅行に出かける
86 go out 出かける
87 go shopping 買い物に行く
88 go straight まっすぐに行く
89 go to bed 寝る
90 go to see a movie 映画を見に行く
91 go to the doctor 医者に診てもらいに行く
92 go to work 仕事に行く
93 graduate from ～を卒業する
94 grow up 大人になる
95 have a chance to do ～する機会がある
96 have a cold 風邪をひいている
97 have a good time 楽しく過ごす
98 have been to ～に行ったことがある
99 have enough A to do ～するのに十分なAがある
100 have fun 楽しむ
101 have lunch 昼食をとる
102 have never been to ～に行ったことがある
103 have time to do ～する時間がある
104 have to ～しなければならない
105 how long どのくらいの長さで～
106 how many times 何回～
107 how often どのくらいの頻度で～
108 how to do ～する方法
109 hurry up 急ぐ
110 I'd like to ～したい
111 in front of ～の前で
112 in my opinion 私の意見では
113 in the middle of ～の真ん中に
114 in the morning 午前中
115 in the world 世界で
116 invite A to B AをBに招待する
117 It is A for 人 to do (人)にとって～することはAだ
118 It takes 人 時間 to do (人)が～するのに(時間)がかかる
119 last week 先週



120 laugh at ～を聞いて笑う
121 leave A at home Aを家に置き忘れる
122 leave a message 伝言を残す
123 look around 辺りを見回す
124 look for ～を探す
125 look forawrd to ～するのを楽しみにする
126 look well 元気そうに見える
127 lots of たくさんの～
128 make a speech スピーチをする
129 more than ～より多い
130 most of ～のほとんど
131 move to ～に引っ越す
132 near here この近くに
133 need to ～する必要がある
134 not at all 全く～ない
135 not yet まだ～ない
136 don't have to ～しなくてよい
137 not onlyA but also B AだけでなくBも
138 on business 仕事で
139 on my right 右手に
140 on my way home 家に帰る途中で
141 on may way to ～へ行く途中で
142 on weekends 週末に
143 one more もう1つの～
144 one of ～の1つ
145 one of the 最上級 最も～なものの1つ
146 over there 向こうに
147 pass the exam 試験に合格する
148 pick up ～を車で迎えに行く
149 put on 着る
150 receive a prize 賞を受ける
151 right now ちょうど今、すぐに
152 run away 逃げ去る
153 save money 貯金する
154 say hello to ～によろしく伝える
155 shake hands with ～と握手する
156 shout at ～に叫ぶ
157 show A how to do Aに～のやり方を教える
158 so … that とても…なので～だ
159 something 形容詞 何か(形容詞)なもの



160 something to do 何か～するもの
161 spend A on B AをBに費やす
162 stay home 家にいる
163 atay up late 夜更かしをする
164 such a そのような～
165 take A to B AをBに連れていく
166 take a picture 写真を撮る
167 take care of ～の世話をする
168 take lessons レッスンを受ける
169 take off 離陸する
170 take off … ～を脱ぐ
171 take part in ～に参加する
172 talk on the phone 電話で話す
173 tell 人 how to do (人)に～のやり方でを教える
174 tell 人 to do (人)に～するように言う
175 than usual いつもより
176 the other day 先日
177 thank about …ing ～することについて考える
178 think of … ～のことを考える
179 this morning 今朝
180 throw away 捨てる
181 too … to do とても…なので～できない
182 travel to ～へ旅行する
183 try on 試着する
184 turn down 音量を下げる
185 turn left 左に曲がる
186 turn off (電源を)消す
187 turn on (電源を)つける
188 turn up (テレビなどの)音量を下げる
189 twice a month 月に2回
190 visit A in the hospital 入院中のAを見舞う
191 wait for ～を待つ
192 wake up 目が覚める
193 walk along ～に沿って歩く
194 want 人 to do (人)に～してもらいたい
195 want to be ～になりたい
196 what to do 何を～すべきか
197 when to do いつ～すべきか
198 where to do どこへ～すべきか
199 work well うまくいく



200 … years old ～歳


